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シ リ ー ズ 企 画
オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その28）
①政府と７知事に受動喫煙防止要望
②厚労省庁舎、
喫煙の後は
「遠回り」
③２大学で
「新型タバコ」
も禁止


北九州市医師会広報委員会委員
産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室

①禁煙推進学術ネットワーク、日医など５団体が
連名
東京五輪大会までに受動喫煙防止条例を成立さ
せるように、という要望書を禁煙推進学術ネット
ワークから東京都と政府に対して２回申し入れて
おりました
（本誌・平成26年11月号、27年10月号参
照）
。
ところが、
五輪ロゴマークの盗用問題、
新国立
競技場のデザインの再公募、バレー競技等の会場
の見直し、豊洲の地下空間の汚染問題が次々と発
生し、レストラン等の受動喫煙の問題の議論が進
んできませんでした。
昨年12月７日、禁煙推進学術ネットワーク、日
本医師会、日本医学会、日本歯科医師会、日本歯科

教授

大和

浩

医学会の５団体が安倍首相をはじめ五輪大会に関
連する４大臣、東京都をはじめ大会が開催される
７都道県の知事に対して資料１（18ページ～ 25
ページ参照）
に示す要望書を提出しました。
記者会
見
（図１）
では、国立がん研究センターの片野田先
生から「受動喫煙による超過死亡は1.5万人」であ
ることがあらためて説明され、筆者からはレスト
ランや居酒屋をいくら分煙しても、そこで働く従
業員の受動喫煙は防止できないこと、諸外国では
全面禁煙をしてもレストラン等の営業収入には影
響しなかった、むしろプラスであったことを説明
しました。
塩崎厚生労働大臣は以前から「受動喫煙を禁止

図１．
厚生労働省での記者会見の様子
（レストラン従業員の受動喫煙を解説する筆者＝左から２人目）
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するということをきっちり罰則付きで実施する」
と発言しておりますので、今度こそ法制化が実現
できることを期待しております。
②厚労省庁舎、
喫煙コーナー近くのドアを閉鎖
厚生労働省が入る合同庁舎５号館は建物内禁煙
で、
喫煙コーナーは２階テラスにあります。
ところ
が、喫煙コーナーは出入口から数メートルの場所
にあり、大勢の喫煙者が出入りするドアは頻繁に
開閉されるため、風向きによってはタバコ煙がビ
ル内に流れ込んできます。
それに加えて、
肺にタバ
コ煙が充満した状態で屋内に戻ってくるため、そ
の呼気に含まれるタバコ煙によっても受動喫煙が
発生していました。
そこで、喫煙コーナーに最寄りのドアは閉鎖し
て屋外からの流入を防ぎ、
また、
肺内の煙がすべて
吐き出されてから屋内に戻るように
「遠回り」
が昨
年11月から義務づけられました（資料２＝26、
27ページ参照）
。
さらに、
エレベーターに乗る前に口腔粘膜と唇、
手指に付着したヤニを落とすために、洗面・手洗
い・含嗽を義務づければ厚生労働省のエレベー
ターの中のタバコ臭
（三次喫煙）
はずいぶんと軽く

なることでしょう。
今後、勤務時間中にデスクを離れて自由に喫煙
出来ること自体、公務員としての職務専念義務違
反であることを問題として取り上げ、
「勤務中は喫
煙禁止」というルールを率先垂範して守って欲し
いものです。
③東北大学
「すべての新型タバコ禁止」
昨年８月、産業医科大学で開催された日本医師
会認定産業医夏期集中講座を1,200人の医師が受
講されました。敷地内禁煙であることはアナウン
スされていたにもかかわらず、最近急速にはやり
始めた加熱式タバコ、フィリップモリス社のiQOS
（アイコス）を堂々と使用している人がいました。
注意すると
「これタバコではありません」
とルール
違反の認識は無い様子でした。10月に東北大学が
「すべての新型タバコを禁止する」という方針を
とったことがニュースになり、東北大学のホーム
ページでも確認できました（図２）
。
産業医科大学
でも安全衛生委員会で、すべてのタバコ製品の使
用を禁止することを11月に決定しました。北九州
市内のすべての医療施設で同様の措置が取られる
ことを期待しています。

図２．新型タバコも禁止する東北大学のホームページ
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〈資料１〉
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࡚ࡶࠊཷືႚ↮ࡢᅉᯝ㛵ಀࡘ࠸࡚ྠࡌุᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋྠሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢཷືႚ↮
ᑐ⟇ࢆࠕୡ⏺᭱పࣞ࣋ࣝࠖࡋࠊ
ࠕᒇෆࡢ㸣⚗↮ࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡿࠖᥦゝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢱ
ࣂࢥࡼࡿᗣ㞀ᐖࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ㉸㐣་⒪㈝ࠊ⒪ࡶ࡞࠺ປാຊᦆኻࠊⅆ⅏ࡸᘓ≀ࡢởᦆ➼
ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ⤒῭ᦆኻࡣࢱࣂࢥ⛯ධࢆࡣࡿୖᅇࡿࡇࡶሗ࿌᭩ࡣ㏙ࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢱࣂࢥࡼࡿᗣ⤒῭ࡢᦆኻࢆῶࡽࡍࡓࡵࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ࢃࡓࡿከᩘࡢ་Ꮫ࣭ṑᏛ
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ࡅ࡛࡞ࡃ㣧㣗ᗑ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢆྵࡴᒇෆタࢆ㠃⚗↮ࡍࡿ⨩๎ࡁໟᣓⓗཷືႚ↮㜵Ṇ
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ࡣࠊ᮲ࡀᾐ㏱ࡋࡓᛮࢃࢀࡿ⚄ᡞᕷ࡛ࡢࡳḢ⡿ྠᵝࡢᛴᛶෙೃ⩌㸦ᚰ➽᱾ሰ㸩Ᏻᐃ⊃ᚰ㸧
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࡛ࡁ࡞࠸ࡇࠊ⨩๎ࡁໟᣓⓗཷືႚ↮㜵Ṇἲ࣭᮲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛ࡍࠋ
ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡣࠊᮾி㒔ࡔࡅ࡛࡞ࡃᾏ㐨ࠊᐑᇛ┴ࠊᇸ
⋢┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ㟼ᒸ┴ࡶሙࡀタ⨨ࡉࢀࡿணᐃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㑅ᡭᅋࡸほගᐈ
ࡣሙࡔࡅ࡛࡞ࡃᅜࡢほගྡᡤࡶゼࢀࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢᡂຌࡢࡓࡵࡣࠊᅜ࣭ᮾி㒔➼ࡢ⮬
యࡀ⋡ඛࡋ࡚)&7&➨᮲♧ࡉࢀࡿᅜ㝿ᶆ‽ྜ⮴ࡋࡓࠕ㣧㣗ᗑࠊࣂ࣮➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢆྵࡴ
ᒇෆタࡢໟᣓⓗ⚗↮ἲ࣭᮲ࠖࢆไᐃࡋ࡚ࠊཷືႚ↮ࡢ࡞࠸ᅜࠎࡽ᮶᪥ࡍࡿ㑅ᡭᅋࡸᨻᗓ㛵ಀ
⪅ࠊࡑࡋ࡚ከࡃࡢほගᐈࢆ㏄࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࣞࢫࢺࣛࣥࡸ࣍ࢸࣝࢆྵࡴᒇෆ㠃⚗↮ࡢࡁࢀ
࠸࡞✵Ẽ࡛㏄࠼ࡿࡇࡀᾏእࡢ㑅ᡭ࣭㛵ಀ⪅࣭ほගᐈᑐࡍࡿ᭱ࡢ㺀࠾ࡶ࡚࡞ࡋ㺁࡛࠶ࡾࠊᮾி࢜
ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࢆᡂຌࡉࡏࡿ᭱ప㝈ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊ୰ᅜࡽ㣕᮶ࡍࡿᚤᑠ⢏Ꮚ≧≀㉁㸦30㸧ࡼࡿ㉺ቃởᰁࡀ♫ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ  ᖺ 30 ಀࡿẼ⎔ቃᇶ‽ࡣࠕ㸯ᖺᖹᆒ್ࡀ ȣJP ௨ୗ࡛࠶ࡾࠊࡘࠊ
㸯᪥ᖹᆒ್ࡀ ȣJP ௨ୗ࡛࠶ࡿࡇࠖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢱࣂࢥ↮ࡢ⢏Ꮚᚄࡣ ȣP ௨ୗ࡛࠶
ࡾᆺⓗ࡞ 30 ࡛ࡍࠋ᭱᪂ᘧ↮タഛࢆタ⨨ࡋࡓ࠸࠺ -5 ᮾᾏ㐨࣭ᒣ㝧࣭ᕞ᪂ᖿ⥺ࡢ 1 ⣔ࡢ
ႚ↮ᐊෆࠊࢹࢵ࢟ᐈᖍࡢ 30 ࡘ࠸࡚ࠊ⏘ᴗ་⛉Ꮫࡢ◊✲⌜㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᾈࠊ⚗↮᥎
㐍Ꮫ⾡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡጤဨ㸧ࡀ

ᐃࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆῧࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸦ཧ⪃㸱ձ㸧㸧ࠋࢱࣂࢥ

↮ࡀႚ↮ᐊࡽࢹࢵ࢟₃ࢀࠊࡉࡽࠊᐈᐊࡲ࡛ởᰁࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊႚ↮ᐊ
ෆ㒊ࡢ 30 ࡣẼ⎔ቃᇶ‽ࡢ⣙  ಸ┦ᙜࡍࡿ ȣJP 㐩ࡍࡿຎᝏ࡞⎔ቃ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞⎔ቃ࡛ႚ↮ࡍࡿࡇࡣࠊႚ↮⪅ᮏேࡗ࡚ࡶ┈࡞ࡇ࡛ࡍࠋྠ◊✲⌜ࡀႚ↮ྍ⬟࡞㣧㣗ᗑ
࡛ ᐃࡋࡓ 30 ࡶ ȣJP ࢆ㉸࠼ࡿຎᝏ࡞⎔ቃ࡛ࡋࡓ㸦ཧ⪃㸱ղ㸧ࠋ
㈗⫋࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊ㠀ႚ↮⪅ࢆཷືႚ↮ࡽಖㆤࡍࡿࡇࠊႚ↮⪅ࡢ౽ᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊබඹ
ⓗ࡞タ࡛ാࡃᚑᴗဨࡢᗣಖㆤࡢほⅬࡽࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡲ࡛
2
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ᅜ㝿ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻྜ⮴ࡋࡓࢧ࣮
࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢆྵࡵࠊእ࡞ࡃබඹࡢሙᡤࢆ㠃
㠃⚗↮ࡍࡿ⨩๎ࡁ
ࡢໟᣓⓗཷືႚ↮㜵Ṇἲࢆᅜ
ࠊࡑࡋ࡚ᮾி㒔ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ⮬య࡛ࡣ᮲
᮲ࡋ࡚ࠊไᐃࡉࢀ
ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸ࡍࡿḟ➨࡛ࡍࠋ
ㅽⓑ
  ၥ࠸ྜࢃࡏඛ!
ၥ
ࠛ ᮾி㒔༓௦⏣༊ෆᖾ⏫  ᖇᅜ࣍
࣍ࢸࣝࢱ࣮࣡ 㝵
୍⯡
⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛෆ ⚗↮᥎㐍Ꮫ⾡ࢿ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡົᒁ
7((/㸸 )$;㸸 ົᒁ
ᒁᢸᙜ㸸ᑠ࣭᳚ᯇᖹ
85
5/㸸KWWSWREDFFRFRQWUROUHVHDUFKQHWMS
㸺ᘬ⏝㸼
㸧ᗣ᪥ᮏ 㸦➨ḟ㸧ࡢ᥎㐍
㐍㛵ࡍࡿཧ⪃㈨ᩱ3
KWWSZZZPKOZJRMSEXQ\
\DNHQNRXGONHQNRXQLSSRQBSGI
㸧ཌ⏕ປാ┬ദࠕ ᖺୡ⏺
⏺⚗↮ࢹ࣮グᛕ࣋ࣥࢺࠖࠊᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ
ࢱ࣮ࡀࢇ⤫ィゎᯒᐊ㛗
∦㔝⏣⪔ኴⓎ⾲㈨ᩱ
KWWSZZZPKOZJRMSILOH
6HLVDNXMRXKRX.HQNRXN\RNXSGI
 ཌ⏕ປാ┬ႚ↮ࡢᗣᙳ㡪㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩
KWWSZZZPKOZJRMSILOH
H6KLQJLNDL.HQNRXN\RNX6RXPXNNDSGI
   Ꮫ⚗↮᥎㐍Ꮫ⾡ࢿࢵࢺ࣡
࣮࣡ࢡKWWSWREDFFRFRQWUROUHVHDUFKQHWWMS
㸧⚗↮᥎㐍Ꮫ⾡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢜ࣇࢩࣕࣝࣈࢵࢡࣞࢵࢺKWWSZZZNLQHQQRRKLMS
㸧:+2)UDPHZRUN &RQYHQWLRQRQ
Q7REDFFR&RQWUROKWWSZZZZKRLQWIFWFFHQ
ࠕࡓࡤࡇࡢつไ㛵ࡍࡿୡ⏺ಖ
ᶵ㛵ᯟ⤌᮲⣙ࠖእົ┬ヂ
KWWSZZZPRIDJRMSPRID
DMJDLNRWUHDW\SGIVWUHDW\BDSGI
㸧ཌ⏕ປാ┬ ࡓࡤࡇつไᯟ⤌᮲
᮲⣙➨㸰ᅇ⥾⣙ᅜ㆟ࡢᴫせ
KWWSZZZPKOZJRMSWRSLFVWREDFFRMRX\DNXKWPO
WKH,QWHUQDWLRQDO2O\PSLF&RPPLWWHHVLJQDDJUHHPHQWWR
㸧:+20HGLDFHQWUH:+2DQGW
LPSURYH KHDOWK\OLIHVW\OHV
KWWSZZZZKRLQWPHGLDFH
HQWUHQHZVUHOHDVHVLRFBHQ
㸧:+2UHSRUWRQWKHJOREDOWR
REDFFRHSLGHPLF
KWWSZZZZKRLQWWREDFFR
RJOREDOBUHSRUWHQ
 ཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ㛗㏻▱ࠕཷື
ືႚ↮㜵Ṇᑐ⟇ࡢᚭᗏࡘ࠸࡚ࠖ
㸦Ⓨ  ➨  ྕࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
㸧⚄ዉᕝ┴බඹⓗタ࠾ࡅࡿཷ
ཷືႚ↮㜵Ṇ᮲
KWWSZZZSUHINDQDJDZDM
MSFQWISKWPO
㸧රᗜ┴ ཷືႚ↮ࡢ㜵Ṇ➼㛵
㛵ࡍࡿ᮲ࡘ࠸࡚
KWWSZHESUHIK\RJRMSN
NIMXGRXNLWVXHQBMRXUHLKWPO
 7DQ&(*ODQW]6$$VVRFLD
DWLRQEHWZHHQVPRNHIUHHOHJLVODWLRQDQG KRVSLWDOL]DWLRQVIRU
FDUGLDFFHUHEURYDVFXODUDQGUHVSLUDWRU\GLVHDVHVDPHWDDQDO\VLV&&LUFXODWLRQ 

 6DWR<0LQDWRJXFKL6HWDO5HVXOWVRIDSURVSHFWLYHVWXG\RIDFXXWHFRURQDU\V\QGURPH
KRVSLWDOL]DWLRQ DIWHU HQ
QDFWPHQW RI D VPRNLQJ EDQ LQ SXEOLFF SODFHV LQ +\RJR
SUHIHFWXUHFRPSDULVRQZLWK*LIXDSUHIHFWXUHZLWKRXW DSXEOLFVPRNLLQJEDQ&LUF-㸹
㸸
ᚠ
✲ᴗ
 ཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠 ᚠ⎔ჾᝈ࣭⢾ᒀ➼⏕ά⩦័ᑐ⟇⥲ྜ◊✲
ࠕཷືႚ↮ࡢ㜵Ṇࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ
ࡵࡢຠᯝⓗ࡞⾜ᨻ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ᖹᡂ  ᖺᗘ◊✲ሗ࿌᭩㸦◊✲
✲௦⾲⪅㸸⏘ᴗ་⛉Ꮫ ᾈ㸧 
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㸺ཧ⪃㸯㸼 せᅜࡢཷືႚ↮㜵Ṇἲࡢ⾜≧ἣ
 ୡ⏺ಖᶵ㛵㸦:+2㸧
ࠕࡓࡤࡇࡢつไ㛵ࡍࡿୡ⏺ಖᶵ㛵ᯟ⤌᮲⣙ࠖࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡉࢀ
࡚࠸ࡿᅜูࡢཷືႚ↮㜵Ṇἲࡢ⾜≧ἣࡽసᡂࡋࡓ୍ぴ⾲㸦ᩥ⊩  ࡢෆᐜࢆ᭦᪂㸧
㸦ۑ㸸ᅜἲࠊᕞἲ࡛ᒇෆࡢ㠃⚗↮ࠊڹ㸸୍㒊እ࠶ࡾࠊ㸸ἲᚊࡼࡿつไ࡞ࡋ㸧

4
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㸺ཧ⪃㸰㸼 ἲᚊࡼࡿᒇෆ⚗↮ࡢ⠊ᅖཷືႚ↮㛵㐃ᝈࡼࡿධ㝔ᩘࡢῶᑡࡢ㛵ಀ

Ḣ⡿ࡢࢹ࣮ࢱࡼࢀࡤࠊ⨩๎ࡁໟᣓⓗཷືႚ↮㜵Ṇἲࢆ⾜ࡋࡓᅜ࣭ᕞ࡛ࡣࠊఫẸࡢႚ↮㛵㐃
ᝈ㸦ᕥࡽෙື⬦࣋ࣥࢺࠊ✺↛Ṛࢆྵࡴࡑࡢࡢᚰ⮚ࠊ⬻༞୰ࠊ྾ჾᝈ㸧ࡼࡿධ㝔ᩘ
ࡢῶᑡࡀほᐹࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢῶᑡࡢᗘྜ࠸ࡣࠊᒇෆ㠃⚗↮ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀᗈ࠸ࠊࡘࡲࡾࠊ
୍⯡ࡢ⫋ሙࡔࡅࡼࡾࡶ㣧㣗ᗑࠊࡉࡽࠊᒃ㓇ᒇ࣭ࣂ࣮ࢆྵࡴࡁࡗࡓࡇࡀࢃࡾࡲࡋࡓࠋ


㸺ཧ⪃㸱㸼 ႚ↮ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿᚤᑠ⢏Ꮚ≧≀㉁㸦30㸧
ࢱࣂࢥ↮ࡢ⢏ᏊᚄࡣȣP௨ୗࡢᆺⓗ࡞ᚤᑠ⢏Ꮚ≧≀㉁㸦30㸧࡛ࡍࠋᖺࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࠕ30
ಀࡿ⎔ቃᇶ‽ࠖࡀ♧ࡉࢀࠊ
ࠕேࡢᗣࢆಖㆤࡍࡿୖ࡛⥔ᣢࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽ࠖࢆࠕᖺᖹᆒ
್ࡀȣJP௨ୗࠊࡘࠊ᪥ᖹᆒ್ࡀȣJP௨ୗࠖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊ୰ᅜ➼ࡽࡢ㉺ቃở
ᰁࡀ♫ၥ㢟࡞ࡗࡓᖺ᭶ࠊ⎔ቃ┬ࡣࠊせᛴࡢእฟ➼ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅῶࡽࡍࠕὀពႏ㉳ࡢ
ࡓࡵࡢᬻᐃⓗ࡞ᣦ㔪್ࠖࢆ᪥ᖹᆒ್࡛ȣJPࡋࡲࡋࡓࠋཷືႚ↮ࡢ᭚㟢⃰ᗘࢆࠊࢱࣂࢥࡢ⇞↝
ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ30࡛ホ౯ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⏘ᴗ་⛉Ꮫࡢ◊✲⌜㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᾈ㸧
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ
ձ -5ᮾᾏ࣭ᒣ㝧࣭ᕞ᪂ᖿ⥺1⣔㌴୧ࡢႚ↮ᐊࡽࡢࢱࣂࢥ↮ࡢ₃ࢀࡘ࠸࡚
᭱᪂ࡢᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚タ⨨ࡉࢀࡓ1⣔᪂ᖿ⥺ࡢႚ↮ᐊෆࠊࢹࢵ࢟ࠊ⚗↮ࡢ㌴୧ෆࡢ30ࡢ ᐃࢆ
⾜࠸ࠊႚ↮ᐊࡽࢱࣂࢥ↮ࡀ₃ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋࡲࡋࡓ㸦 ᐃ᪥ᖺ᭶᪥ࠊࡰ‶ᖍ≧ែࠊ
ே⏝ࡢႚ↮ᐊࡢ࠶ࡿྕ㌴࡛⾜ࢃࢀࠊほᐹ୰ᮏࡢႚ↮ࠋ๓ᚋࡢศࡣႚ↮ᐊࡢ࡞࠸㌴୧ࡢࢹࢵ
࡛࢟ ᐃ㸧
ࠋ
ႚ↮ᐊࡢෆ㒊ࡢ30ࡢ⃰ᗘࡣȣJP㐩ࡍࡿຎᝏ࡞⎔ቃ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⦪㍈ࢆᣑࡋࡓୗࡢ
ࢢࣛࣇ࡛♧ࡍࡼ࠺ࠊႚ↮⪅ࡀฟධࡾࡍࡿ㝿ࡣ⮬ືࢻࡀ㛤࡞ࡿࡓࡵࠊࢱࣂࢥ↮ࡣࢹࢵ࢟
₃ࢀࠊࡉࡽᐈᖍࡲ࡛ᣑᩓࡋࠊࡑࡢ⃰ᗘࡣ⎔ቃᇶ‽ࡢȣJPࢆࡋࡤࡋࡤ㉸࠼ࠊ୍ⓗࡣእฟࢆ
ࠕႚ↮ᐊࢆタ⨨ࡋ࡚ࡶཷືႚ↮ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇࡣ
⮬⢔ࡍࡿᣦ㔪್࡛࠶ࡿȣJP㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ฟ᮶࡞࠸ࠖ࠸࠺ୡ⏺ಖᶵ㛵㸦:+2㸧ࡢぢゎ୍⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡛ࡍࠋ᪂ᖿ⥺ෆࡢ30ࡼࡿởᰁࢆ
ゎỴࡍࡿࡣࠊႚ↮ᐊࢆᗫṆࡋ࡚㠃⚗↮ࡍࡿࡋᡭẁࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

5

6

㉁䠄㻼㻹㻞㻚㻡䠅䠄䃛㼓㻛㼙㻟䠅

ႚ↮ᐊෆ

㻤㻜㻜
䝕䝑䜻
⚗↮㌴୧ෆ

㻝㻟㻦㻠㻥

㻝㻟㻦㻠㻠

㻝㻟㻦㻟㻥

㻝㻟㻦㻟㻠

㻝㻟㻦㻞㻥

㻝㻟㻦㻞㻠

㻝㻟㻦㻝㻥

㻝㻟㻦㻝㻠

㻝㻟㻦㻜㻥

㻝㻟㻦㻜㻠

㻝㻞㻦㻡㻥

㻝㻞㻦㻡㻠

㻝㻞㻦㻠㻥

㻝㻞㻦㻠㻠

㻝㻞㻦㻟㻥

ᚤᑠ⢏Ꮚ

㻥㻜㻜

㻝㻟㻦㻠㻥

㻝㻟㻦㻠㻠

㻣㻜

㻝㻟㻦㻟㻥

㻝㻟㻦㻟㻠

㻝㻟㻦㻞㻥

㻝㻟㻦㻞㻠

㻝㻟㻦㻝㻥

㻝㻟㻦㻝㻠

㻝㻟㻦㻜㻥

㻝㻟㻦㻜㻠

㻝㻞㻦㻡㻥

㻝㻞㻦㻡㻠

㻝㻞㻦㻠㻥

㻝㻞㻦㻠㻠

㻝㻞㻦㻟㻥

㻼㻹㻞㻚㻡⃰ᗘ䠄䃛㼓㻛㼙㻟䠅
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㻝㻜㻜㻜

㻣㻜㻜

㻢㻜㻜

㻡㻜㻜

㻠㻜㻜

㻟㻜㻜

㻞㻜㻜

30
⎔ቃᇶ‽
ȣJP 

㻝㻜㻜

㻜

㻝㻜㻡
ႚ↮ᐊෆ

䝕䝑䜻

⚗↮㌴୧ෆ

30
⎔ቃᇶ‽
ȣJP 

㻟㻡

㻜

᪂ᖿ⥺㸦1 ⣔㸧ࡢႚ↮ᐊෆࠊࢹࢵ࢟ࠊ᭱ᐤࡾࡢᐈᖍࡢ 30 ⃰ᗘࡢ ᐃ⤖ᯝ
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ղ ࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿႚ↮ྍࡢႚⲔᗑෆ࣭እ࡛ࡢཷືႚ↮㸦30㸧
ႚ↮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿႚⲔᗑ࡛ࠊࢱࣂࢥࡢ⇞↝⏤᮶ࡍࡿ 30 ࡢ⃰ᗘࢆ ᐃࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ
ᐃ᪥ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᐃ๓  ศ㛫ࡣᗑእࡢ ᐃࠊᗑෆࢆ  ศ㛫 ᐃࠊ⤊ᚋ  ศࡧᗑ
እࢆ  ศ㛫 ᐃࡋࡓࡇࢁࠊᒇእࡣᖿ⥺㐨㊰ἢ࠸࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎΎί࡛࠶ࡾࠊᒇෆࡣࢱࣂࢥ
ࡽⓎ⏕ࡍࡿ 30 ࡛㧗⃰ᗘởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

ႚ↮ྍ䛾㣧㣗ᗑ䛾㻼㻹㻞㻚㻡䛿㻟㻜㻜䃛㼓㻛㼙㻟䜢㉸䛘䚸ி୪䜏

㻼㻹㻞㻚㻡

ᐃᶵ

2013

PM2.5

600##

PM2.5

μg m3)#

500##

㻠㻜㻜䃛㼓㻛㼙㻟

35μg m3)#
89μg m3)#

μ

400##

300##

200##

100##

0##
1/1#

㣧㣗ᗑ➼䛻ᚑ䛩䜛㻟㻠㻞ே䛾⫋ᴗⓗ䛺ཷືႚ↮
䠄 䛻䚸ᮍᡂᖺ⪅䛾䜰䝹䝞䜲䝖䠅䛿䛝䛺ၥ㢟

2/1#

3/1#

4/1#

5/1#

6/1#

᪥ᮏ䛷䜒䝙䝳䞊䝇䛻䛺䜛

7/1#

8/1#

9/1#

10/1#

11/1#

12/1#

ቃ䛜ᒃ㓇ᒇ䛷ほᐹ䛥䜜䛯

 㣧㣗ᗑࡢ⏝⪅ࡣ▷㛫ࡢ᭚㟢࡛῭ࡳࡲࡍࡀࠊႚ↮ྍࡢ㣧㣗ᗑ➼࡛ാࡃᚑᴗဨࡣ㧗࠸⃰ᗘࡢ 30
㛗㛫ࡉࡽࡉࢀࡲࡍࠋᡂ㛗ẁ㝵ࡢᏛ⏕ࡸ㧗ᰯ⏕࡞ᮍᡂᖺ⪅ࡀࣝࣂࢺࡋ࡚ാࡃᗑ⯒ࡶከ
ࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᚑᴗဨࡢᗣࢆᏲࡿࡓࡵࡣࠊㅖእᅜ࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿἲᚊ࣭᮲ࡼࡿ
㠃⚗↮ࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

7
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（朝日新聞DIGITALより）
〈資料２〉

グ⪅ぢ䛾ᚋ䚸㻌
᪂⪺ሗ㐨䛾ෆᐜ䛾☜ㄆ䜢㻌
⾜䛔䜎䛧䛯䚹㻌

ᮅ᪥᪂⪺DIGITAL䜘䜚
1

ႚ↮ᡤ䜈䛾᭱ᐤ䜚䛾䝗䜰䛿㛢㙐㻌

䛣䛱䜙䛾䝗䜰䛛䜙ᒇእ䜈

௨ୗ䚸➹⪅ᙳ
⾪❧䛾ዟ䛻ႚ↮䝁䞊䝘䞊㻌

2
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㻌㻌㻌㻌
䐡㻌

䐟㻌
䐠㻌

㻌
3

䐢㻌

䐣㻌

䐤㻌
4

